Cohesity Scope of License Terms
These terms supplement the Cohesity End User License Agreement (the “EULA”) and apply to any customer (“Customer”) who
purchases software licenses and/or subscriptions from Cohesity, Inc. (“Cohesity”) pursuant to a written agreement or order between
Customer and Cohesity (or its authorized reseller or distributor, as applicable).
Cohesity Entitlement (SKU)
License = Perpetual

Scope
This software license is perpetual for the life of the hardware on which it is originally
installed. A license is not portable to new hardware, except when expressly permitted
by Cohesity Support.
Please Note: additional portability permissions for Capacity Limited licenses are
described below.

Subscription = Term-based

This software subscription is limited to the number of months and/or years purchased
under a valid quote. A subscription is portable to/from Cohesity-supported hardware
during the term.

Capacity Limited = Subject to
a maximum use or capacity

A license or subscription may be limited to a certain capacity specified in a SKU (such
as an aggregate number of TBs). In such a case, the capacity may be used across any
number of nodes contained in a single Cohesity cluster. A capacity-limited SKU may
not be utilized for another Cohesity cluster, except when expressly permitted by
Cohesity Support.

Important notes:
•
•
•

All entitlements included in bundled offerings together with Data Platform are considered licenses (even if capacity limited) and
are not portable.
Customer is permitted a 30-day grace period for accidental excess use or unforeseen events leading to non-compliance with the
above-stated limitations. Thereafter, Customer is obligated to purchase additional licenses, subscriptions and/or capacity to
cover its usage.
This document does not modify a Customer’s rights related to any third party supplied software.

Effective June 1, 2018

Courtesy translation for reference only, the English language version of this document prevails for purposes of interpretation.

Cohesity ライセンス条件の範囲

これらの条件は Cohesity エンドユーザーライセンス契約（以下「EULA」という）を補足するものであり、
Cohesity Inc.（以下「乙」という）からソフトウェアライセンス及び／又はサブスクリプションを購入する全
てのお客様（以下「甲」という）に、甲と乙（又は該当する場合は認定再販業者もしくは販売代理店）と
の間の書面による合意又は注文に従い適用されることとする。
Cohesity の権利付与（SKU)
ライセンス＝永久

範囲

このソフトウェアライセンスは初めにインストールされたハードウ
ェアの寿命が続く限り永久とすることとする。尚、Cohesity サポ
ートにより明示的に許可されている場合を除き、ライセンスは新
しいハードウェアに移植されてはならないこととする。
注意：容量制限ライセンスの追加移植性許可につきましては以
下に説明があります。

サブスクリプション＝期間ベース

このソフトウェアサブスクリプションは有効な見積もりで購入され
た月数及び／又は年数に制限されることとする。サブスクリプシ
ョンは期間中、乙がサポートするハードウェアの間で移植可能と
することとする。

容量制限＝最大使用又は容量の
対象

ライセンス又はサブスクリプションは SKU で指定された特定の
容量（TB の総数など）に制限される場合があります。そのような
場合、単一の Cohesity クラスターに含まれる任意の数のノード
で使用可能とすることとします。Cohesity サポートにより明示的
に許可されている場合を除き、容量が制限された SKU を別の
Cohesity クラスターに使用してはならないこととする。

重要注意点：

•
•

•

データプラットフォームと一括販売された製品に含まれる全ての権利付与はライセンスと見な
され（容量制限がある場合でも）、移植してはならないこととする。
甲は、偶発的な過剰使用又は突発的な出来事により上記の制限に違反する場合、30 日間の
猶予期間が与えられることとする。それ以降、甲は使用をカバーする為、追加のライセンス、サ
ブスクリプション、及び／又は容量を購入する義務があることとする。
この文書は第三者が提供するソフトウェアに関連する甲の権利を変更するものではありません。
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